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コラム（その３）︓⼈⼯林が混みすぎの状態とはどのような状態か 
 

⼈⼯林が混みすぎであるというのはどのような状態を指すのでし

ょうか︖ 

混みすぎかどうかを調べるための調査⽅法の⼀例として、⼈⼯林で

では、「相対幹距」の測定が挙げられます。 

相対幹距とは、調査区の⾯積当たりの植栽⽊の本数から計算できる

平均樹間距離と、上層⽊の樹⾼との関係の指標で、具体的には以下の

計算式で算出することが可能です。 
  

相対幹距 ％

調査区⾯積 𝐦𝟐

調査区内の植栽⽊の本数 本
調査区内の上層⽊の樹⾼ 𝐦

𝟏𝟎𝟎
 

 

相対幹距では、スギ・ヒノキの⼈⼯林では 17〜20 が適切で、14~17

となると過密、14 未満となると超過密と考えられます。 

また、森林が混みすぎの状態にあると、樹⽊が⼗分な成⻑ができず、

細い⽊ばかりの状態となりがちです。森林が過密な状態にあるかどう

かを、平均樹⾼と平均胸⾼直径の関係で調べる指標が「林分形状⽐」

です。具体的には以下の式で⽰すことができます。 

林分形状⽐＝平均樹⾼（m）÷平均胸⾼直径（cm）×100 

スギ・ヒノキ林の場合、林分形状⽐が 75~80 以下であれば、⾵害

や雪害に強い森林であると⾔えます。80 を超える場合には、混みす

ぎであると考えることができます。 

なお、平均樹⾼を算出するためにすべての⽴⽊の樹⾼を測るのが難しい場合には、平均胸⾼直径に

最も近い値の樹⽊の樹⾼で代⽤することも考えられます。 

相対幹距も林分形状⽐も、100 ㎡程度の調査区を設定して調べてみるとよいでしょう。半径 5.65m

の円を描き、その範囲内を調査区とすると、おおよそ 100 ㎡となります。 

 

参考資料︓⽮作川森の健康診断実⾏委員会（2016）『森の健康診断の 10 年』 

東京⼤学演習林出版局  



20 

（２）⽔源の森林づくりの⽅法・留意点 

１）樹⽊を対象とした作業（森林内を明るくし、森林の消費する⽔の量を減らす） 

樹冠が閉じ、森林の内部が暗い状態では、樹冠遮断蒸発により地⾯に直接落ちる⾬の量も少なくな

り、地⾯に浸透する⽔の量も少なくなってしまいます。地⾯に浸透しても、樹⽊が吸収して蒸散によ

り⼤気に放出される⽔の量も少なくありません。また、下草が⽣えなくなり、表⼟が流出しやすくな

るなどの悪影響をもたらすことが懸念されます。 

樹冠遮断蒸発や蒸散により森が消費する⽔を減らし、⾬⽔が浸透しやすい森林⼟壌を守るという、

⼆つの⽬的を実現するために、⽔源の森林づくりでは、森林の内部を明るくすることが重要となりま

す。そのために必要な作業として挙げられるのが、間伐と枝打ちです。  

 

① 間伐 

①－1 ⽔源の森林づくりにおける間伐 

間伐によってどれだけの光が林内に届くようになるかは、林冠から間伐によって除去された樹冠

の⾯積割合 （林冠に⽣じた空間の割合）に⽐例します。したがって、下草がしっかりと⽣えるように

するための間伐では、樹冠をどのくらい除去するかを意識することが重要になります。このときの樹

冠の⾯積は、樹冠を⽔平⾯に投影したときの⾯積 （樹冠投影⾯積）で⾒ます。すなわち、樹冠を下か

ら⾒上げたときの⾯積です。この樹冠投影⾯積は、樹⽊の幹の断⾯積に⽐例します。したがって、細

い⽊の樹冠投影⾯積は⼩さく、太い⽊の樹冠投影⾯積は⼤きくなります。このことは、間伐⽊を選ぶ

際に留意する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-1 樹冠投影面積の考え方 

樹冠投影⾯積 
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太い⽊を間伐すれば、間伐後の空間は⼤きく空きます。しかし⼀⽅で、間伐後の成⻑が期待できな

い不健全な⽊を残しても、⾃然災害等に対して弱い森林になりかねません。このため、隣り合う⽊々

の⽣育状況を⽐較し、⻑期的に成⻑の⾒込める、樹⾼が⾼く、樹冠も発達した⽊ （優勢⽊）が健全に

成⻑を続けられるように間伐することが重要です。そのためには、残すと決めた⽊の樹冠と競合する

樹冠を持つ樹⽊を間伐⽊に選びます。こうした樹⽊は優勢⽊と競合するだけの⼤きさであるため、必

然的に⼤きめな樹冠を除去することになります。 

なお、保安林の場合には、間伐率の上限が材積率で設定されています。事前に間伐が可能な伐採量

を確認するようにしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真：ヒノキ人工林の間伐後の林冠 

間伐では、林冠にどのような空間ができるかを意識して選木するとよいでしょう。できた空間が小さいと、すぐ

に閉鎖してしまいます。林床を明るくし、その状態を継続させたいのなら、ある程度の大きさの空間をつくる必要

があります。   
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①－２ 間伐を⾏う上での留意点 

間伐に当たり、正しいチェーンソーの取り扱い⽅法や安全な伐倒作業を⾏うためには、適切な知識

とそれを実⾏するための技術を⾝に付ける必要があります。技能講習や安全教育などを受講し、安全

な間伐作業を⾏うことが⼤切です。 

（技能講習等については、林業・⽊材製造業労働災害防⽌協会の HP で公開しています。） 

 

林業・⽊材製造業労働災害防⽌協会 web サイト 

http://www.rinsaibou.or.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真：チェーンソー講習会（受口、追口づくり） 

 

実際に間伐を⾏う上での主な留意点等について、以下に紹介します。 

 

a. ⼀度にたくさん伐りすぎるのは倒⽊等の危険あり 

間伐が⾏われていない期間が⻑い⼈⼯林は、過密な状態が⻑く続いたため幹が細く、倒れやすく

なっている危険があります。この状態を解消するためには間伐が必要ですが、森林の樹⽊の本数を

急激に減らしすぎると、⾵害や雪害等による倒⽊被害や折損被害が発⽣しやすくなる問題があり

ます。 

台⾵などで、⼤量に倒⽊が発⽣してしまうと、その部分が皆伐されたような形で樹⽊が失われて
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しまうこともあります。 

特に、台⾵常襲地域など⾵害が⽣じる可能性の⾼い場所や、雪が積もりやすい場所では、あまり

多くの樹⽊を⼀度に伐採することは望ましいことではありません。望ましい間伐本数は場所によ

って異なります。間伐は、その地域の気象状況、地形 ・地質や森林の状態などを考慮して、慎重に

⾏う必要があります。また、間伐後に下草が森林⼟壌を被覆する状態がどのように変化するのかを

調べること等により、その森林において望ましい本数を探っていくとよいでしょう。 

 

b. 伐倒する時には要注意 

間伐のような伐倒作業は、森林整備の中でも特に危険を伴う作業です。死亡事故が発⽣すること

もあります。そのため、実際の作業の際には細⼼の注意を払うことが必要です。 

間伐を⾏う際には、かかり⽊という問題が⽣じることがあります。かかり⽊とは、伐倒した⽊が

隣の⽴⽊に引っかかり、倒れ切らずに不安定な状態になってしまうことで、過密な森林での伐倒作

業で起こりやすい問題です。かかり⽊が⽣じると、それを処理するときに事故が発⽣したり、放置

すれば何かの拍⼦に倒れることで思わぬ事故が発⽣したりします。 

かかり⽊が⽣じたときは、けん引器具を使って安全を確保した⽅向に倒すなど、慎重な処理をし

てください。 

また、広葉樹は幹がまっすぐではなく、枝が四

⽅に伸びていることから重⼼が分かりにくく、

どちらに倒れるか予測がつきにくいので、伐倒

する際には⾼度な技術が必要となります。さら

に、1 本１本の形状が異なり、樹種によっても、

堅い、粘りがあるなど性質が異なるので注意が

必要です。伐倒時に、縦割れが⽣じたり、倒れる

ときねじれたり、枝が跳ねるなどの予想外の動

きが⽣じることもあります。  写真：チルホールによるかかり木処理 
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コラム（その４）︓⽔源の森林づくりで求められる間伐量 
  

間伐は、混み合った森林において、樹⽊を間引く作業です。間伐を⾏うことで、森林内が明るくな

るので、樹⽊は成⻑しやすくなり、下草も育ちやすくなります。⼀般的な間伐では、直径や樹冠の⼤

きさなどから⻑期的に成⻑の⾒込める、樹⾼が⾼く、樹冠も発達した優勢⽊を残すように伐採しま

す。 

 間伐によって森林内の樹⽊の本数が減ることは良いことばかりではありません。特に、ずっと整備

がなされずに、線⾹林ともいわれるような、成⻑が悪く細い⽊ばかりの森などは、⾵害や雪害など

で、とても樹⽊が倒れやすくなっており、急に⽊の本数が減ると⼀時的に倒⽊の危険性が⾼まってし

まいます。 

また、間伐によって急に環境が変わることにより、樹⽊もストレスを感じ、害⾍に対する樹⽊の抵

抗⼒も低下するといわれています。特に害⾍被害については、樹⽊を枯らしてしまうだけでなく変⾊

やシミなどを⽣じさせてしまうことから、⽊材の売値にも⼤きくかかわります。 

そのため、⼀般的には、間伐は本数で 3 割程度まで⾏われることが多いと考えられます。 

⼀⽅で、⽔源の森林づくりでは、下草を発達させて、⽔が浸透しやすいように林床の状態を改善す

ることの優先度が⾼く、⾮常に混み合っている森林において、下草が育ちやすい状態になるくらい林

床を明るくするという観点でいうと、下図に⽰すように、本数で 3 割程度の間伐では不⼗分であり、

4 割以上の間伐が必要とされる研究結果もあります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 ︓恩⽥裕⼀ （2014） 「⼈⼯林の放置、荒廃による⽔流出への影響と、間伐による効果」蔵治光⼀

郎・保屋野初⼦編『緑のダムの科学 －減災・森林・⽔循環－』築地書館 

図 相対照度と本数間伐率の関係
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コラム（その５）︓間伐によって、森林が消費する⽔の量がどのように変化するか 
 

これまで⾒たとおり、森林は⽔を貯めるだけでなく、⽔を消費してもいます。では、間伐を⾏い、

森林内の環境が変わることで、どのように森林が消費する⽔の量が変わるのでしょうか。 

9 ページに⽰すように、森林は、間伐を⾏うことで樹冠遮断蒸発の量が減ることが期待されます。 

また、⽊々は根から吸収した⽔分を 「蒸散」という形で⼤気中に放出していますので、間伐するこ

とで「蒸散」によって消費される⽔の量が減ることも期待されます。 

⼀⽅で、森林の内部が明るくなり、地⾯にまで光が届くようになると、その分、地⾯からの蒸発量

が増えるのではないか、とも考えられます。地⾯からの蒸発量の増加量が、森林が消費する⽔の量の

減少量よりも⼤きければ、間伐は、森林の⽔を貯める機能にとってマイナスの効果をもたらすかもし

れません。 

では、間伐を⾏うことで、蒸散量と地⾯で蒸発する⽔の量はどのように変化するのでしょうか。 

栃⽊県佐野市の唐沢⼭において、本数で 50%の間伐の効果を調べた結果によると、年間の蒸散量

は、441.0mm （間伐前）から 272.1mm （間伐後）と約 170mm も減少しました。また、同じ場所

で、年間の地⾯からの蒸発量を測ると 124.0mm （間伐前）から 245.0mm （間伐後）へと約 120mm

増えていました。つまり、樹冠遮断蒸発量の減少量を計算に⼊れなくても、間伐による地⾯からの蒸

発量の増加量より、森林が蒸散によって消費する⽔量の減少量が 50mm 多かったことになります。 

間伐により、樹冠遮断蒸発量も減少しますが、それだけではなく、蒸散量と地⾯からの蒸発量の合

計も減少することがわかりました。このことは、間伐による、森林が消費する⽔量 （樹冠遮断蒸発量

及び蒸散量）の減少量は、地⾯からの蒸発量の増加量よりも⼤きいということであり、間伐が⽔源涵

養機能の向上に資することが分かりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

蒸散量：441.0mm 蒸散量：272.1mm 

地面からの蒸発量：245.0mm 地面からの蒸発量：124.0mm 

間伐前に地面からの蒸発と蒸散で消費される量 間伐後に地面からの蒸発と蒸散で消費される量 

565.0mm 517.1mm 

図：50%間伐前後での蒸散及び地面からの蒸発による水消費量の違い 

出 典 ︓ Xinchao Sun et al.(2014)"The effect of strip thinning on tree transpiration in a Japanese 
cypress",Agricultural and Forest Meteorology 197. 
Xinchao Sun et al.(2015)"The effect of strip thinning on forest floor evaporation in a Japanese 
cypress plantation",Agricultural and Forest Meteorology 216. 
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② 枝打ち 

②－１ 枝打ちとは 

森林内を明るくして、林床に届く⾬⽔を増やす間伐

以外の作業として、枝打ちが挙げられます。 

枝打ちとは⾼⽊の下枝を幹から出たところで切り落

とす作業です。スギ・ヒノキの⼈⼯林などにおいては、

節の少ない良質な⽊材を⽣産することが主な⽬的とな

る技術ですが、⽔源の森林づくりにおいても、樹冠遮断

蒸発量を減らして地⾯に直接到達する⾬⽔を増やすほ

か、林内を明るくしたり、枯れ枝から侵⼊する病⾍害を

防⽌する効果が期待できます。 

間伐不⾜で過密な状態になっている森林では、枝打ちよりも間伐した⽅が⾼い効果が得られると

考えられますが、間伐本数が多すぎることが懸念される場合で、枝を落とすことで林内が明るくなる

と期待できる箇所では、枝打ちを併⽤して調整することが⼀つの⼿段となります。 

 

②―2 枝打ちを⾏う上での留意点 

枝打ちを⾏うのであれば、⼀般的には早春の新芽の吹き出す前頃までと、紅葉の始まる頃から雪の

降る頃までの時期が実施に適当な時期となります。実際には、地域的な事情も考慮して⾏う必要があ

ります。新芽が芽吹く前に樹幹内を⽔が動き出すため、関東以南では 3 ⽉より前に作業を⾏うとよ

いでしょう。⼀⽅、東北や北海道など雪の多い場所では、積雪により春先の作業は難しいため、秋の

早いうちに⾏うこととなります。 

新緑の頃以降の樹⽊の⽣育が盛んな時期には、細胞分裂や樹液の流動が活発であるため、病原菌の

侵⼊などの悪影響が⽣じやすいという懸念があります。将来的に⽊材として利⽤することを考える

のであれば、樹⽊の成⻑が盛んな時期の枝打ちは避けた⽅がよいでしょう。 

 

  

写真：枝打ちの様子 
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２）林床を対象とした作業（⾬⽔が浸透しやすい森林⼟壌をつくり、守る） 

間伐や枝打ちで森林内を明るくすることで、下草の繁茂しやすい環境をつくることができます。 

しかし、森林内を明るくするだけでは、⽔源の森林の整備としては⼗分ではないかもしれません。 

対象となる森林が急傾斜地の場合には特に、⾬や⾵などの影響により、リターが林床に残らずに失わ

れやすいと考えられます。 

また、地表流によって、森林⼟壌中の植物の種 （埋⼟種⼦）や落葉などが流されてしまうことも懸念

されます。すでに埋⼟種⼦が失われてしまった場所では、下草は容易に回復しません。このため、森林

⼟壌の流出を⽌める⼯事を⾏い、リターで地⾯が覆われる状態をつくることが必要になります。 

 

① 森林⼟壌流出を防ぐための対策 

すでに森林⼟壌侵⾷が⽣じているような場合は、表⼟の移動を防⽌するための取り組みが必要で

す。森林⼟壌侵⾷が⽣じているかどうかについては、林床において⼟柱が⽣じていたり、樹⽊の細根

が露出しているかどうかが⽬印になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真：林床の土柱と段差 

雨滴衝撃による表土流亡によって、小石を頭に載

せた土柱と落枝の下の段差が生じています。 

写真：細根の露出 

表土流亡でヒノキの細根が露出しています。雨滴

衝撃だけでなく、地表流が発生したと考えられます。 

林床にリターがない場合、降⾬時に⾬⽔が集中しやすい地形の部分では、地表流により流されてし

まっていることも考えられます。 

このような、リターや森林⼟壌の侵⾷や流出が⽣じていると疑われる場合には、柵⼯などの森林⼟

壌を保全するための簡易な⼯作物を作ることが効果的です。そのための⼯作物にはさまざまな種類

があります。 

このような⼯作物を作る際には、間伐で伐倒した⽊など、その場にある⾃然素材を使うことも選択

肢の⼀つです。 
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a.丸太筋⼯・柵⼯ 

斜⾯表⼟の流出を防ぐために、斜⾯上に、等⾼線状、あるいは階段状に設置する⼯作物です。

間伐などで伐倒した丸太を使って作ることもできます。 

杭を打たずに、等⾼線に沿って伐倒⽊を置くだけでも、効果が期待できます。 

b.伏⼯ 

降⾬ ・凍上などによる表⾯侵⾷の防⽌を図るとともに種⼦等の流出を防ぐため、裸地⾯をネット

などで被う⼯法です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.⼟のう積み 

網袋、⿇袋などに⼟砂を詰めて積み上げる⼯法です。斜⾯表⼟の流出を防ぐなど筋⼯と同様の効

果が期待できます。 

 

d.リター捕捉⼯ 

このほか、⾼⽊があり、リター供給が期待できるような場所では、リターをその場で保持する

ために、ネットなどで捕捉する⽅法も有効です。 

特に、リター供給が多いのに堆積しないような場所で効果があります。設置後１〜2 年の森林

⼟壌侵⾷防⽌効果が⼤きいという特徴があります。  

施工前 柵工および伏工施工後 
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② 間伐した樹⽊を森林内に残すことによる森林⼟壌流出防⽌ 

間伐後の樹⽊については、特に林業経営を⽬指す森林では、搬出のための道を整備するなどにより

林外に丸太を運び出し、⽊材等として利⽤することが望ましいと考えられます。しかし、丸太を林外

に運び出すことは、搬出⽤の道の整備を要するなどにより容易ではないこともあります。 

このため、特に奥⼭などでは、間伐で伐った伐倒⽊をその林内に残す 「伐り捨て間伐」が⾏われる

ことも少なくありません。この伐り捨て間伐は、⽔源の森林づくりにおいては、決して悪いことでは

ありません。次ページのコラムに⽰すように、⼟砂が移動することを防ぐために等⾼線に沿って置く

など、伐倒⽊を活⽤することによって、森林⼟壌流出を防⽌することにつながります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真：等高線に沿って伐倒木を置くことで森林土壌流出を防止 

 

③ 下草や低⽊の撒種・植栽 

森林⼟壌の流出が進んでしまった森林では、森林⼟壌中の種⼦が流されるなどして、いくら間伐等

で森林内を明るくしても、下草が思ったように林床を覆わないこともあります。 

そのため、草本の種を撒いたり、低⽊の苗⽊を植えるなどして、林床が下草で覆われやすくするこ

とが必要な場合があります。その際は、地域の環境に適応して⽣育しやすい、施⼯地周辺で採れた植

物の種⼦を使うことが考えられます。 

  




